
   富士ワイズメンズクラブは「社会を明るくする運動富士市推進委員会」の加盟団体です 

 

国際会長主題            キム・サンチェ     世界とともにワイズメン 

アジア太平洋地域会長主題   大野 勉         100年を超えて変革しよう 

東日本区理事主題         大久保知宏      私たちは次の世代のために何ができるのか？ 

富士山部部長主題         小原進一        ワイズリニューアル 

富士クラブ会長主題        小澤嘉道        何事も、楽しんでいきましょう 

        

         
紫陽花 

 

２０２２年 

      6月 会報 
 

 

 

6月強調テーマ    
YMCA リエゾン 

IBC   評価 

 

 

☆2022 年 6 月例会☆ 
と き  2022年 6月 22日（水）18：30～ 

ところ  ホテルグランド富士（0545-61-0360） 

受付 仁藤 斎浩君 

司会 増田 隆君  

1．開会点鐘              小澤会長 

1．開会の挨拶            金井 淳君  

1．ワイズソング・ワイズの信条       司会 

1．東日本区理事、富士山部部長、会長主題の唱和 

1. 会長挨拶              小澤会長                             

1．誕生日                 司会 

1．書記・会計・各委員会より報告 

1．閉会の挨拶             菊池初彦君 

1．閉会点鐘              小澤会長 

 

例会閉会後に総会を開催します            

 

６月 Happy Birthday 
   増田 隆君    6月 29日 

   仲澤 昭夫君   6月 30日 

    

   

 

5 月例会報告 

在籍会員 14名 例会出席者 9名 スマイル基金 9,000円 CS基金 円 

功労会員 名 出席率 64％ スマイル累計 68,800円 CS累計 3,357円 

担当主事 １名 ゲスト 名  ビジター  名 総出席者    9名 

 
 

３４ ３４き３４ 
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第 34期富士クラブ 
会 長           小澤 嘉道 

副会長           菊池 初彦 

直 前 会 長        高 野  亨 

監 事           仲澤 昭夫 

監 事           吉澤 廣美 

書  記         高 野  亨 

会 計           鈴木 靖巳 

担 当 主 事       金 井  淳 

ドライバー委員長      吉澤 廣美 

親睦委員長         岩辺 富雄 

BF.EF.IBC.DBC 委員長    岩辺 富雄 

ユ ー ス 委 員 長      増 田  隆 

CS 委員長         菊池 初彦 

ブ リ テ ン 委 員 長     増 田  隆 

EMC 委員長        市川 文彦 

物品管理委員長       次田 升勇 

特別.文献委員長       漆畑 義彦 

静岡 YMCA 委員       井上 暉英 

 東日本区監事           漆畑 義彦 

 

 

 

 

 

 

 

 



巻頭言  

岩辺 富雄 

もう東日本大震災から 11年たちましたが、東京電力

の原発の事故により住めなくなってしまった地方の住

民が、やっと一部の人たちだけ

が帰ることができるようにな

りましたが、帰ることができて

も生活するすべが無く一朝一

夕にはいかないようです。東電

が迷惑料として近くの事業所

な ど で 雇 い 、 生 活 を 保 障   

する等の方策を示してくれないかとの意見もあるよう

です。いろいろな出来事はいっぱいありますが、何とい

っても放射能汚染水問題だと思います。毎日 126ｔ（ド

ラム缶 700 本）溜まり続けています。現状東電の敷地

は広大ですが今までに汚染水が105万ｔ溜まっており、

今年・来年にはもうこれ以上貯められないところまで

きてしまっています。何年か前から国（原子力委員会）

の方針として何種類かの処分方針が検討されましたが、

リチウムだけは残るが、薄めて海上投棄することに決

まったとのことです。そのことにより、魚の生態系（奇

形・残留放射能）・海洋汚染などの問題、それによる福

島方面の三陸全体の風評被害により、魚の買い控えに

なってしまうのでは。せっかくの所、外国で禁輸の緩和

に進んでいるところを又元に戻ってしまう心配があり

ます。この問題には漁業者・鮮魚扱い業者（魚屋）にと

っても死活問題になります。漁業者には保証金の名目

で何等か支給されますが、水産扱い業者には何ら扱い

もなく、消費者の魚離れの追い打ちがありその上に今

年から SDGｓの取り組みで海洋ナモノプラスチック汚

染のこともあり、二重苦・三重苦のなり、大変身に迫る

思いで日々を送っています。 

マイタイム                               

何もしていない              

 吉澤廣美 

新型コロナウイルスの感染

が始まってから 3 年目に入

っています。長期化をここ

まで予想した人は少なかっ

たと思います。ほとんどの

行動、行事が 2 年間中止に

なりました。今では中止が

当たり前で、逆に集まる機会があったりすると億劫に

感じてしまいます。当初は寂しくも感じましたが、今日

ではこれはこれでありかなと思える様になり、仕事も

雑用もできて邪魔が入らないのがよい。70 歳になり体

力の衰えを感じ、夜ウオーキングをコロナ前からはじ

めています。帰ってきて体力維持の筋トレを少々やり、

風呂に入り準備万端で食卓に向かう。テレビを見なが

ら一杯やる。これが至福の時で実に良い。私はおとなし

く家で一杯やるのに慣れてしまいました。これを機に

変わる時でもあります。必要なこと、あまり必要でない

ことを地域も職場もワイズも家庭も慣習にとらわれず

に変えて行くよい機会です。しっかりと考える時です。 

6月に積雪！！ (6月 7日富士市より撮影) 

 

 
 

海洋プラスチックごみについて 
 

私たち富士クラブは昨年より海岸プラスチックごみの

清掃活動を開始しましたが、この「ごみ」とは？ 

 

(1) 何が問題になっているのか 

プラスチックは、飲み物のペットボトルや食べ物の

容器、包装などに使われている私たちの暮らしを便

利にする材料である。 

日本ではプラスチックごみはリサイクルされたり、

燃やされたり埋め立てられた利、地域ごとに処理す

る方法が決められている。 

しかし、ルールが守られずにそのまま捨てられたり、

ルールを守ってもきちんと回収されなかったりし

ている。そのごみは雨、風によって排水溝や川に落

ちて海へ流れ着き、そして海洋プラスチックごみに

なる。 

(2)分解されにくいプラスチックの性質 

家庭で長い間使っていたプラスチック製の洗濯ば

さみやバケツ、などが、砕けてぼろぼろになるのを

見かけることがある。 

海洋プラスチックごみも、同じように波の力や太陽

の光の影響でぼろぼろになる。しかし、有機物が微

生物に分解されてなくなるのとは全く異なり、プラ

スチックは小さなかけらとなっても自然分解がさ

れにくく、長期間にわたり海に残存する。また、細

かくなるほど回収困難になってしまうため、早期に

回収する必要がある。 

(2) 動物や人間への影響 

プラスチックごみが海の生き物の体にからまった

り、えさと間違えて食べられたりして、傷つけたり

命を奪ったりしてしまうことも問題にとなってい

る。また、魚の体内や貝からもプラスチックが見つ

かっているが、食物連鎖でプラスチックを食べた魚

や貝を人が知らずに食べることにもなる。 

プラスチックは体外へ排出されていくと考えられ、

いまのところ人の健康への影響は報告されていな

いが、プラスチックには有害物質を吸着する性質が

あることから懸念する声もある。 



5 月例会報告 
司会者の菊池君が遅くなるとのことで、急遽増田君

に司会をお願いし、5月例会が開会しました。今回もコ

ロナのまん延防止が解除されたとはいえまだまだ予断

を許せない状態であることに間違いないので、残念で

はありますが先月同様、なるべく簡略に例会を進行し

つつ、コロナの感染防止に最大限気を付けて黙々と食

事をしましたが、やはり食事は楽しくなければ美味し

い食べ物も半減ですね。次回こそ楽しい食事になると

いいですね。続いて各委員会報告、出席率報告等があ

り、次田君の閉会の挨拶、小澤会長の閉会点鐘で 5 月

例会は終了しました。      

 

   
次田君の閉会挨拶で 5月例会は終了しました 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

5月役員会報告 
書記 高野 亨 

・2022年 6月 8日（水）の予定の 6月例会を 6月 22日

（水）の総会と共に、ホテルグランド富士にて 18：

30より行います。 

6月 8日は行いませんのでご注意ください。 

・ホテルグランド富士より例会の食事がお弁当ですと

夏場の衛生管理が難しいのでホテルの料理で通年の

対応をさせてほしいと要望がありました。 

料金も 1 食当たり￥2,300 になるそうです。役員会

にて承認されました。 

・次期の富士クラブメンバーの年会費も今期同様に新

型コロナウイルスの影響を考慮しまして￥40,000-

と承認されました。 

 

第 3 回富士山部役員会・評議会と 

次期富士山部役員研修会 

 
小原富士山部長（左）と前原次期部長 

 

下記の日程で第 3 回富士山部役員会・評議会と、時

期富士山部役員研修会が開催されました。 

富士クラブからは小澤会長、高野書記、吉澤次期副会

長、会計と増田次期書記が出席しました。お疲れさまで

した。 

日 時  2,022年 5月 23日（土）13:30～ 

場 所  御殿場 東山荘 

議 題  ①2021年度 CS基金使用の件    

     ②2021年度富士山部仮決算承認の件 

     ③2022年度富士山部役員承認の件 

     ④その他 

全議案、承認されました。 

15:00 から引き続き富士山部次期役員研修会を同会場

で開催しました。 

前原次期富士山部長方針 
部長主題は「広めよう 地域社会にワイズの理念と奉

仕を！」 

スローガンは「思いやりの心から奉仕が始まる！」 

活動方針として 

・奉仕活動を通じて YMCAの活動支援を。 

・地域社会などの問題について会員の意義の啓発、積

極的な参加を。 

・クラブ・部・健全な交友関係を。 

次田ワイズ 26年間 ありがとう 

5 月の例会の席上、次田ワイズが「今期をもっ

て退会します」と発表がありました。大変驚きま

した。後ろ髪を引かれる思いでの決断だったのか

と察します。1996 年、富士クラブ 10 周年の年に

入会。この年は第２回東日本区大会のホストクラ

ブを富士クラブが「新さくら丸」の船上で開催し

ました。入会間もない次田ワイズは夜に開催した

「利き酒大会」を担当、活躍していただいたこと

は言うまでもありませんでした。仕事の関係上、

遠方の会議や泊りの行事には参加できませんで

したが、例会はよほどのことがない限り出席し、

真夏の高校女子サッカー大会は接待からコート

造りまで 3日間本当にメンバーと共に汗を流して

いただきました。そして高校生剣道大会や中学サ

ッカー大会、市役所前通りクリーン大作戦清掃活

動や海岸清掃活動など、ワイズの奉仕活動に対し

て大変深い理解を持っており、こまめに参加して

いただきました。会員減少が続く富士クラブにと

って、居なくてはならない大切なメンバーでした

ので誠に残念です。次田さん、どうか富士クラブ

を忘れないでこれからも事業などに時々顔を出

してメンバーに活力を与えて下さい。長い間あり

がとうございました。 
                         （増田 隆） 



活動計画は 

・会員増強を目指し、一人一人が入会募集に協力を。 

・コロナ禍の中でも、楽しい例会・卓話・親睦の促進を

はかる。 

・地域社会に密着した CS活動で更なる知名度アップを。 

行事予定は 

・第一回富士山部役員会・評議会は７月２３日（土） 

14:00から御殿場東山荘で開催されます。 

・富士山部部大会は御殿場クラブホストで９月開催予

定です。 

・第二回富士山部役員会・評議会は 2023年１月に御殿

場クラブホストで開催予定。 

・第三回富士山部役員研会・評議会と次期富士山部役

員研修会は 2023年 5月伊東クラブホストで開催予定

です。 

来期は富士クラブから国際・交流事業主査として小澤

嘉道君が選出されましたので、メンバーの皆様のご理

解と、ご支援よろしくお願いします。 

 
次期富士山部クラブ役員研修会の様子 

2022-2023年度富士山部構成 
ホストクラブ：御殿場クラブ 

役職 氏名 所属クラブ 

部長 前原 末子 御殿場クラブ 

書記 小野麻利子 御殿場クラブ 

会計 山本 光子 御殿場クラブ 

監事 伊藤 一芳 富士宮クラブ 

 

次期部長 榎本 博 伊東クラブ 

直前部長 小原 進一 熱海クラブ 

 

会員増強事業主査 深澤 勇弘 熱海クラブ 

地域奉仕事業主査 山本 昭宏 富士宮クラブ 

国際交流事業主査 小澤 嘉道 富士クラブ 

ユース事業主査 平野 正文 沼津クラブ 

Extension事業主査 大川 貴久 熱海クラブ 

 

代議員 前原 末子 御殿場クラブ 

代議員 小原 進一 熱海クラブ 

2022-2023年度 富士山部各クラブ初例会 

熱海・熱海 G合同 7月 25日 kkホテル熱海 

沼津・三島・御殿場合同 7月 14日 YMCA東山荘 

伊東・下田合同 7月 11日 ダンコーエンボウル 

富士・富士宮合同 7月 13日 ホテルグランド富士  

 

 

  

                                                                                       

 

 

 

担当主事 金井 淳（富士山 YMCA） 

                                                                                                        

社会の空気も徐々にコロナによる制限が緩和されてき

て、小学校・保育園の自然学

校、企業の研修等、団体利用

が増えてきました。また、夏

休みの団体予約も増えてお

り、徐々に日常が戻ってきた

ことを感じます。春休みには

コロナウィルスの影響で中

止となっていた YMCA 主催の

シーズンキャンプも準備が進んでいます。子どもたち

がこの大自然の中で様々な体験をし、自分の価値を見

つけ、将来はリーダーとして YMCAを支え、YMCAの活動

や社会の担い手となることを願います。 

 
富士山 YMCAから６月の富士山を望む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富士山ＹＭＣＡだより 

第 25回東日本区大会 

6月 4-5日に実施された東日本区大会は、コロ 

ナの影響で、Zoom開催となりました。 

最優秀クラブ賞は東京グリーンクラブでした。 

地域奉仕活動特別賞は甲府 21 クラブでした。 

富士クラブの達成賞は次の通りです 

CS献金達成賞 

BF献金達成賞 

TOF達成賞 

RBM達成賞 

来期は少ない会員ですが力を合わせて 1つでも多

くの達成賞を獲得できるように楽しく活動しましょう 


